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第一章
建築物の敷地、構造及び建築設備（第十九条―第四十一条）

目次
第二章

建 築物 又は その 敷地と道路又は壁面線との関係等（第四十三条―第四十七条）

総則（第四十一条の二・第四十二条）

都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第二節
建築物の用途（第四十八条―第五十一条）

第 一節

第三章

第三節
建築物の敷地及び構造 （第 五十 二条 ―第 六十 条）

都市再生特別地区、居住環境向上用途誘 導地区及び特定用途誘導地区（第六十条の二―第六十条の三）

第四節
防火地域及び準防火地域（第六十一条―第六十六条 ）

第四節の二
第五節
第六節

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造（第六十八条の九）

地区計画等の区域（第六十八条の二―第六十八条の八）

景観地区（第六十八条）

特定防災街区整備地区（第六十七条・第六十七条の二）

第七節

第五節の二

第八節

型式適合認定等（第六十八条の十―第六十八条の二十六）

指定建築基準適合判定 資格 者検 定機関（第七十七条の二―第七十七条の十七）

指定建築基準適合判定資格者検定機関等

建築協定（第六十九条―第七十七条）

第三章の二
第四章
第一節

第四 章の 二

第三節

第二節

指定性能評価機関等（第七十七条の五十六・第七十七条の五十七）

指定認定機関等（第七十七条の三十六―第七十七条の五十五）

指定構造計算適合性判定機関（第七十七条の三十五 の二 ―第 七十 七条 の三 十五 の二十一）

指定確認検査機関（第七十七条の十八―第七十七条 の三十五）

指定構造計算適合判定資格 者検 定機 関（ 第七十七条の十七の二）

第四節

第一節の二

第五節

建築基準適合判定資格者等の登録
建築基準適合判定資格者の登録（第七十七条の五十八―第七十七条の六十五）

第四章の三
第一節

建築審査会（第七十八条―第八十三条）

構造計算適合判定資格者の登録（第七十七条の六十六）

第五章

雑則 （第 八十 四条―第九十七条の六）

第 二節
第六 章
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第七章
附則

罰則（第九十八条―第百七条 ）

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする 場合 （増 築し ようとする場合においては、建築物が増築後において第一号か

（建築物の建築等に関する申請及び確認）
第六条

ら第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模 の模 様替 をし ようとする場合又は第四号に掲げ

る建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれ に基づく命令及び条例の規

定（以下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及 び条 例の 規定 で政 令で 定め

るも のを いう 。以 下同 じ。 ）に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなら

ない。当該確認を受けた建 築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しよう

とする場合（増築しようとする場 合に おい ては 、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建

築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替を しよ うと する場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
（略）

前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都 市計 画区 域（ いず れも 都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定す
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一～三
四

る区域を除く。）若しくは景観法（平成十六年法律第百十号）第七十四条第一項の準景観地区 （市 町村 長が 指定 する 区域を除く。）内又は都道府県知
事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
（略）

都 市計画法（昭和四十三年法律第百号）（抄）

２～９

○
（定義）
（略）
（略）

この法律において「都市計画区域」とは次条の規 定に より指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。

第四条
２
３～

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中 心の 市街 地を 含み 、か つ、自然的及び社会的条件並びに

必要 があ る区 域を 都市 計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を 指定

人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備 し、 開発 し、 及び 保全 する

第五条

（都市計画区域）

16

（略）

することができる。
２～６

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その 他の 工作 物（ 以下「建築物等」という。）の建築若しくは建設又はこれらの

（準都市計画区域）
第五条の二

敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農 業振 興地 域の 整備に関する法律（昭和四十四年

法律第五十八号）その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案し て、そのまま土地利用を整

序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に 支障 が生 じる おそ れが ある
（ 略）

と認 めら れる 一定 の区 域を 、準都市計画区域として指定することができる。
２～５

都市計画区域について無秩序な 市街 化を 防止 し、 計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区

（区域区分）
第七条

近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域

首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯

次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
ロ

中 部圏 開発 整備 法第二条第三項に規定する都市整備区域
（略）

前号 に掲 げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

ハ

イ

分（以下「区域区分」という。）を定めることができる。ただし、 次に 掲げ る都 市計 画区 域については、区域区分を定めるものとする。
一

二
２・３
（地域地区）

都市計画区域については、 都市 計画 に、 次に 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一 種中 高層 住居 専用 地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、

準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地 域（ 以下 「用 途地域」と総称する。）

第八条
一
（略）

（略）

二～十六
２～４
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○

景観法（平成十六年法律第百十号）（抄）

市町村は、都市計画区域及び準都市計画区域外の景 観計 画区 域の うち、相当数の建築物の建築が行われ、現に良好な景観が形成されている一

（準景観地区の指定）
第七十四条
定の区域について、その景観の保全を図るため、準景観地区を指定することができる。
（略）

建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）（抄）

２～６

○

この法律で「建築士」とは 、一 級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。

（定義）
第二条
（略）

この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認するこ

- 4 -

２～７
８
（略）

とをいう。
９・

（一級建築士でなければできない設計又は工事監理）

左の各号に掲げる建築物（建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同 様とする。）を新築する場

学校、病院、劇場、映画館、 観覧場、公会堂、集会場（オーデイトリアムを有しないものを除く。）又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積
が五百平方メートルをこえるもの
・・

木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの

鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリ ート ブロ ツク 造若 しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三
百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの
延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物

建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を
新築するものとみなして前項の規定を適用する。

四

三

二

一

合においては 、一 級建 築士 でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

第三条

２

10

前条第一項各号に掲げ る建 築物 以外 の建 築物 で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、

（一級建築士又は二級建築士でなけれ ばで きな い設 計又 は工事監理）
第三条の二
その設計又は工事監理をしてはならない。
前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平 方メ ートルを超えるもの
前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

一

都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条 例で 、区 域又 は建 築物 の用途を限り、同項各号に規定す

延べ面積が百平方メートル（木造の建築物にあつては、三百平方メートル）を超え、又は階 数が 三以 上の建築物

２

二
３
る延べ面積（木造の建築物に係るものを除く。）を別に定めることができる。

前条第 一項 第二 号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、

（一級建築士、二級建築士 又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理）

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）（抄）

るものを除く。）」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積 」と 読み 替え るも のと する。

第三条第二項及び前条第三項の規定 は、 前項 の場 合に 準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積（木造の建築物に係

二級建築士又は木造建築士でなければ、その設 計又 は工 事監理をしてはならない。

第三条の三
２

○

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権 限を有する行政庁若しくは

その委任を受 けた 者又 は建 築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第六条の二第一項（同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。以下この

第七条

項において同じ。）の規定による 確認を行う指定確認検査機関（同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条におい

て同じ。）は、当該許可、認可若 しく は確 認又 は同 法第 六条の二第一項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消

防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認（同項の規定による確認を含

む。）に係る建築物が都市計画法（昭和四十三年法律第百号） 第八 条第 一項 第五 号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅（長屋、

共同住宅その他政令で定める住宅を除く。）である場合又は建築主事が建築基準 法第 八十 七条の四において準用する同法第六条第一項の規定による確認
（略）

をする場合においては、この限りでない。
②・③
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